
45
リオ五輪やカープのリーグ優勝など、スポー

ツの興奮と感動に沸いた2016年。政治では

新東京都知事、アメリカ新大統領の誕生。は

たまた世界中の注目を集めた日本人ミュージ

シャン（?）の登場など、硬軟取り混ぜて話題

の尽きない年となりました。

様々な切り口で参加していただいた第45回

人形改造コンテスト。今回の金賞は毎回個性

的なキャラクターと世界観で挑戦の小出和規

さんが受賞しました。主人公をとりまくにぎや

かな動物たちが限られたスペースに巧みに構

成され、人形のデッサン力や工作技術の高さも

際立った作品です。銀賞は昨年鬼籍に入られ

た水木しげるさんを偲ぶ首藤秀利さんの作品。

水木さんの波乱の人生と、どこか憎めない愛す

べき妖怪たちをドラマチックにまとめ上げた実

力は、妖怪ものの群像を得意とする首藤さんな

らでは。銅賞の永島健司さんの作品は、司会

交代が大きな話題となったおなじみ『笑点』の

おふたり。そっくりさん改造としてのほほえまし

い表情の再現はもちろん、座布団をモチーフと

した台座も作品を引き締めています。

今回話題賞は4名が受賞。うち3名が日本

人スポーツ選手にフォーカスを当てました。淺

木紳士郎さんは日ハムの二刀流大谷選手の

気迫のこもった投球フォームを。小畑恵司さん

はイングランドで大活躍、岡崎選手の芸術的

なシュートシーン。そしてはじける笑顔が感動

的だったリオ五輪の金メダルペアを永 実朋

さんが再現。スポーツをテーマとした作品は

人形の正確な骨格表現が躍動感を引き出す

ポイントとなるだけに、話題性だけでなく受賞

者3名の観察眼の高さも評価されました。そし

てもうひとつの話題賞は大ヒット映画シン・ゴ

ジラのワンシーンで佐藤純也さんが受賞。動

きの少ない立像を群像としてまとめるのは、

人形同士に関係性を持たせたり、空気感を出

すのが難しいもの。この作品は1体1体の顔

の表情に個性を持たせることで群像としての

一体感を出しています。コンテスト初挑戦の

一色 剛さんは映画アリス・イン・ワンダーラン

ドで努力賞を獲得。様々なシーンをパッチワー

クのように組み合わせ、小物にいたるまで丁寧

に作り込まれた大作です。地元高崎山のおさ

るさんを出品の首藤理恵さん。名物の餌やり

は1/35サイズでも実にユーモラス。今回特別

に「ユーモア賞」を差し上げました。

ベースとなる1/35の人形も新しいポーズが

続々と増えています。実際に手にとり、イマジ

ネーションを膨らませて、ぜひあなただけの人

形作りに挑戦してください。

話題賞   “ミラクル”レスター 岡崎慎司   小畑 恵司（43）和歌山

今年、世界中のサッカーファンが興奮したこと、驚いたことはイングランド･プレミアリーグ戦、世紀の番狂わせで小

さな街の小さなクラブ、レスター FCがリーグ優勝したことでした。「ミラクル･レスター」奇蹟のチーム。その中でも

ドラマチックで最も印象的な場面は、日本人FW岡崎慎司選手のゴール、オーバーヘッド･キックによる得点シーン

でしょう。身体の上の空中にあるボールをシュートする瞬間を製作、表現しました。岡崎選手はドイツ砲兵を改造し、

エポキシパテやポリエステルパテを使用して製作しています。

金 賞   NEVER GIVE UP !! ～ ADVENTURE WORLD CXI～（for P）   小出 和規（44）千葉

今回の「車いす飛行機」は、実在する車いすや飛行機などの資料を参考に製作してそれらしさを表現。人形は前回

（第40回）まで少年だった主人公に、「爺さん」になって再登場してもらいました。動物の犬などには楽しさの演出

だけでなく、車いす飛行機を支える役割も担当してもらいました。それにしても受賞が嬉しくて…（涙）。高校一年

生から始めた人形改造を続けてきて本当に良かった。毎年、様々な方向性の作品から刺激を受けることができる

人形改造コンテストに感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとう人改コン!!

銀 賞   おかえり水木サン    首藤 秀利（55）大分

波乱万丈の人生を終え、あの世に戻ってきた水木しげる氏を、妖怪達、のんのんばあ、戦友、ニューギニアのトペ

トロ夫妻が迎えに来る、といった情景です。顔なじみの妖怪達はすんなり作れたものの、水木サンの顔似せには一

苦労。戦友の頭部には表情が秀逸な「日本陸軍将校セット」を使用。一反木綿の固定はピアノ線。花々は「紙創

り」。塗装はアクリルの下塗りに油彩で仕上げ。水木サンとその作品群に感謝と万感の思いをこめて約二ヶ月の製

作。今回は念願の夫婦入賞で喜びもひとしお。妖怪達と「人改に乾杯！」です。

銅 賞   笑点50周年の節目に（桂歌丸と春風亭昇太）   永島 健司（52）宮崎

50周年を迎えた国民的人気長寿番組『笑点』。その長い歴史の中、顔ぶれは変わりましたが、歌丸さんだけが

1966年の初回放送からずっと出演されてきました。歌丸さんが大喜利司会者を勇退されることは残念ですが、若

い春風亭昇太さんにバトンタッチされたことで、これからも国民に愛される長寿番組として、末永く続けて欲しいと

思います。ところでこの人改コンは"模型界のご長寿コンテスト"です。参加者は年々高齢化するばかり。このコン

テストが長く続くよう、若い世代に人改コンの面白さを伝えていかなければ・・・。

話題賞   大谷 翔平   淺木 紳士郎（48）東京

野球はずっと避けていた題材です。細かな仕事をしても、自然光の下では帽子のツバが明かりを遮り、思わぬ表情

になるからです。10勝、20本塁打。もはや二刀流に異議を唱えるなど無意味なほどの活躍を見せた、日ハムの

大谷翔平選手の他に選択肢はありません。9月28日、M1点灯で迎えた西武戦を再現。特徴的な体型は表現す

るには最適でしたが、前傾姿勢でさらに帽子が影を落とし、結局目の周りをシャドウで潰しました。今まで納得した

ものを応募してきましたが、今回は初めて心残りがある作品になりました。次回もがんばります。

話題賞   決戦!!   佐藤 純也（42）東京

今年作るなら｢シン･ゴジラ｣しかないと思い立ち、気が付いたら夢中で作業を始めていました。当初は主な登場

人物4名の構成でしたが、劇中の魅力を再現するには群像しかないとの結論に至り、かなりの覚悟で製作を開始。

時間は少なく作業量は無限大という地獄のような日々でしたが、小学生に戻ったようで毎日楽しくもありました。苦

労したのは資料集め、まともな資料がパンフしかなかったので７回も映画鑑賞して小道具や衣装の精度をコツコツ

上げました。『決戦!!』というタイトルには僕の何十年ものプラ魂が詰まっています!

努力賞   Alice : the gift to my daughter   一色 剛（41）愛媛

昨年、転勤のため単身となり、余暇の過ごし方を模索していたところ、6年前に本コンテストに出品すべく、中断し

た1体の人形を思い起こしました。当時は自信のなさもあり、作成に躊躇していましたが、今回は出品を決意しま

した。1年前に開始し、何度も構想を練りつつ作成し続けました。仕事で数ヶ月間停滞することもありましたが、何

とか完成させ、今はやり遂げたことに満足しています。賞を獲得でき、本作品は転勤時の良き記念となりましたが、

展示等の旅から私の元に戻った際は、誕生したばかりの長女に贈る予定です。

ユーモア賞   おさるの高崎山   首藤 理恵（53）大分

大分市にある高崎山自然動物園には1500頭ほどの猿が二つの群れで生息し、おサルの総選挙が毎年行われる

ほどの人気の観光スポットです。そんな中で毎日行われているえさやりの様子はインパクトがあり、そのシーンを再

現した作品にしました。台車を引く人はドイツ兵、塗装はガッシュとタミヤのアクリル、猿のいろいろなポーズとエサ

のさつまいも作りに少し苦労しました。コンテストには13年間、拙作ながらも楽しみながら参加し続け、今年はユー

モア賞をいただけて記念すべきサル年となりました。とても嬉しいです。

第45 回 人形改造コンテスト 入賞者のひとこと

話題賞   高橋礼華 ＆ 松友美佐紀 永  実朋（56）鹿児島

日本人選手の活躍に沸いたリオ五輪。中でも一番感動したのがバドミントンのタカマツペア金メダルの瞬間です。

その再現に悩んだのがラケット。以前テニスラケットを作った際はプラバンを使用しましたが、バドミントンラケット

はそれより一回り小さく強度が不安。そこでφ0.3mmのピアノ線でフレームを作り、ガットには1/24エンツォフェラー

リのナイロンメッシュを流用。このメッシュはテニスラケットにも使用し重宝しています。フィギュアだけでなく、小道

具もいかに本物っぽく見せられるかも楽しみの一つです。

怪人二十面相
内山 聖司   神奈川

Run away !
中田 安彦   奈良

戦友
中田 安彦   奈良

Enemy !
肥前 健一   福岡

フュリオサ大隊長
堀尾 貞利   東京

占領したぞ！
中田 安彦   奈良

憲兵
中田 安彦   奈良

整備兵
辻本 勝彦   大阪

きつねのフォクシー・ロクシー
村上 輝江   大阪

将校
中田 安彦   奈良

死守せよ！
中田 安彦   奈良

ヘーネ前掲書，488項
坂田 大輔   福岡

デッド プール
井上 雅庸   大阪

作戦会議
中田 安彦   奈良

《Sorrow of Battlefield》 Alone again
西嶋 純一   宮崎

7th Armored Division
丸野 吉明   宮崎

KURT COBAIN THE LAST SESSIONS
前澤 浩安   静岡

国宝 金剛力士
千把 裕明   東京

ウルトラマン生誕50周年記念 ウルトラマンになった男
榊原 弘   静岡

国宝 天燈鬼・竜燈鬼
千把 裕明   東京

ウルトラマン生誕50周年記念 ウルトラマンを作った人々
榊原 弘   静岡

戦場のメリークリスマス
本村 浩孝   鹿児島

ウルトラマン生誕50周年記念 永遠のフジ隊員
榊原 弘   静岡

うなりや べベン
横山 千重美   静岡

三宅ちゃん 2016 RiOに降臨　デデスデッ・テ・デン
森川 順二郎   奈良

クマが出た！
斉藤 晃二   愛知

「ついに、できた！」
小澤 光晴   静岡

うっかりペネロペ
横山 千重美   静岡

Lady Death.
小澤 光晴   静岡

稲川淳二の怪談ナイト
本間 絵理   宮城

ドロンジョ
ぐうたら   大阪

ピエール瀧
横山 千重美   静岡

Priscilla,1969
小澤 光晴   静岡

がんばろう熊本！ くまモンマン
森川 順二郎   奈良

18歳選挙 はじまる！
並河 祥太   東京

おしりまでちゃんと作ればよかった
ぐうたら   大阪

いい子！ いい子！
森川 順二郎   奈良

西住小次郎像
寺内 康晴   京都

ウルトラマン放送開始50周年
小淵 大介   埼玉

ありがとうウルフ
ぐうたら   大阪

ボブ・ディラン　～ローリング・サンダー・レビューのバックステージにて～
石垣 雅彦   東京

TO-Y
藤波 克己   三重

真田丸
平 祥一   京都

仙人
圓田 勝爾   広島

クラシックな結婚式
関口 慶士郎   神奈川

中国服着た 元都知事
江田 光司   神奈川

大谷 翔平
佐藤 邦彦   岩手

さらばあぶない刑事
平 淳一郎   新潟

Wilhelmina Friedburg
吉原 叡   千葉

ピコ太郎
江田 光司   神奈川

むこう、むこう。
増田 啓   京都

ピコ太郎 PPAP
加納 芳之   北海道

ハシビロコウ君と椎名君とペンギン君達
栗木 雅彦   愛知

The King and I
城ノ下 晃   宮崎

Lady Pirates （女海賊）
大前 泰則   大阪

Bob Dylan
近藤 一義   山口

網走番外地
藤本 一浩   東京

ドワーフ
長野 淳   神奈川

WELCOME !! THE YELLOW MONKEY
阿部 幸三   大阪

「食うか？」
臼井 隆博   長崎

町火消一番組い組
芳野 貴行   神奈川

SMAP 1988～ 2016
田中 孝一   和歌山

遙かなる山の呼び声
藤本 一浩   東京

《Sorrow of Battlefield》 Together again
西嶋 純一   宮崎

こち亀 40周年
山﨑 健汰   埼玉
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人形改造コンテストはタミヤのプラスチックモデル

（1/35ミリタリーミニチュアシリーズ）の兵隊人形

を使って楽しむ模型コンテストです。ベースと

なる人形を削ったり、腕や顔の部品を交換し

たり、パテなどで造形を施して仕上げていきま

す。ポーズや塗装をちょっと変えるだけの気軽

な改造から、全く別の人物やキャラクターに変身

させてしまう技巧作品まで、兵隊人形がベース

になっていればどんな改造でもOKです。身長

約5cmの人形を手にとって、まずは自由な発

想で気軽に挑戦してみてはいかがでしょうか。

またこのコンテストの楽しみは作品の仕上がりだ

けでなく、題材選びが大きなポイントになります。

毎回、ベースのミリタリー作品はもとより、映画や

スポーツ、芸能人のそっくりさん、その年々の話題、

流行が反映された作品、そして発想のおもしろさ

で勝負のユニークなオリジナル作品が多数寄せ

られています。

■タミヤからは人形改造に必要な工具や塗料、

素材なども豊富に揃っています。ベースのキット

とあわせてお選びください。

《第46回人形改造コンテスト 作品募集》

第46回コンテストの作品を募集します。初めて

の方も気軽にご参加ください。●作品はおもにタ

ミヤの1/35ミリタリーミニチュアシリーズの兵隊

人形を使用したものに限ります。●応募は実物

作品を直接当社人形改造コンテスト係までお送

りください。応募の際には申込用紙と作品カード

が必要です。申込用紙はタミヤのホームページ

www.tamiya.comからのダウンロード、また

は封筒に82円分の切手を同封し、住所、氏名、

電話番号を明記して当社人形改造コンテスト係

までご請求いただいても結構です。●作品は1

人何点でも応募できます。

●応募締め切りは2017年10月25日です。（当

日発送分まで有効。）詳しい募集要項などはタ

ミヤニュース2017年7月号、タミヤのホームペー

ジをご覧ください。

《人形改造作品集・作品パンフレット》

●コンテストの出品作品を掲載した人形改造作

品集が発行されています。ご希望の方はお近く

の模型取扱店でおたずねください。なお当社カ

スタマーサービスでも扱っていますのでお問い

合わせください。（バックナンバーは34号、41号、

42号、43号、44号があります。）

●第44回の作品パンフレットをご希望の方は封

筒に140円分の切手を同封し、住所、氏名、電話

番号、第44回人形改造作品パンフレット希望と明

記の上、株式会社タミヤ カスタマーサービス「人

形改造パンフレット44」係までお申込みください。
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金    賞 
小出 和規（44）千葉
NEVER GIVE UP !! 
～ ADVENTURE WORLD CXI～（for P）

 

銀    賞 
首藤 秀利（55）大分
おかえり水木サン 

 

銅    賞 
永島 健司（52）宮崎
笑点50周年の節目に（桂歌丸と春風亭昇太）

話題賞  
淺木 紳士郎（48）東京
大谷 翔平 

話題賞  
小畑 恵司（43）和歌山
“ミラクル”レスター 岡崎慎司 

話題賞  
佐藤 純也（42）東京
決戦!! 

話題賞  
永  実朋（56）鹿児島
高橋礼華 ＆ 松友美佐紀 

努力賞 
一色 剛（41）愛媛
Alice : the gift to my daughter

ユーモア賞 
首藤 理恵（53）大分
おさるの高崎山

佳    作
飯塚 栄次（54）静岡
伝統の技を受け継ぐ はしご乗り

岡田 直人（48）栃木
進撃の巨人

奥山 潔（50）千葉
STAR WARS THE FORCE AWAKENS
タイガーマスク

長内 太郎（41）北海道
グリンゴッツ魔法銀行

岸田 みどり（49）愛知
PPAP

佐藤 邦彦（70）岩手
Rio 2016 陸上400mリレー4人の侍  
Rio 2016 卓球女子3人娘

陳 加力（34）中国
Cinema Paradiso

中田 安彦（34）奈良
Hurry up !
危険地帯

並河 祥太（55）東京
あさが来た

野中 しじま（39）東京
ナイアガラ トライアングル

森尾 しょうじろう（44）福岡
アベトマリオノミクス

常川 太一
ガッズィーラ（GODZILLA）
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首藤 秀利
おかえり水木サン 
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永島 健司
笑点50周年の節目に
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高橋礼華 ＆ 松友美佐紀 
  

努力賞 
一色 剛
Alice : 
the gift to my daughter

話題賞 
淺木 紳士郎
大谷 翔平

話題賞 
小畑 恵司
“ミラクル”レスター 岡崎慎司

佳作 
奥山 潔
STAR WARS 
THE FORCE AWAKENS

話題賞 
佐藤 純也
決戦!!

佳作 
岸田 みどり
PPAP

亀田 誠
静岡ホビーショーの夜

佳作 
陳 加力
Cinema Paradiso

佳作 
飯塚 栄次
伝統の技を受け継ぐ 
はしご乗り

佳作 
中田 安彦
Hurry up !

佳作 
中田 安彦
危険地帯

佳作 
奥山 潔
タイガーマスク

佳作 
佐藤 邦彦
Rio 2016 陸上400mリレー4人の侍

佳作 
佐藤 邦彦
Rio 2016 卓球女子3人娘

佳作 
岡田 直人
進撃の巨人

佳作 
森尾 しょうじろう
アベトマリオノミクス

本田 幹雄
ミニオンズ

奥山 潔
U.S. INFANTRY（in the Jungle）

佳作 
野中 しじま
ナイアガラ トライアングル

干川 賢
The Memory of BLUE TRAIN

ユーモア賞 
首藤 理恵
おさるの高崎山

佳作 
並河 祥太
あさが来た

佳作 
長内 太郎
グリンゴッツ魔法銀行

“Shoten”-50th Anniversary
(Utamaru Katsura & Shota Shunputei)
KENJI NAGASHIMA

Shohei Ohtani
SHINJIRO ASAKI


